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売れる営業養成講座

営業の教科書

『 営業の教科書 』とは

「営業の教科書」では、これまで暗黙知とされていた「成果が上がる営業の方法論」を「144 の売れる営業
スキル」として 1つずつ紹介していく。
144 スキルの解説に入る前に、講座の全体構造から説明しておくと、まずは営業を 10のプロセスに分割し
て、それぞれの実践的な方法、勘所をスキルとして紹介していく。

具体的には、1～10 の 10 プロセスになる。
更にはこれらの 10 プロセスに共通、もしくは、これらを補完したりするスキルとして 11～13 の 3 分野を
加え、13 カテゴリーに営業をセグメントし、総計 144 のスキル、方法を紹介していく。

営業にも新規開拓営業、アカウント（クライアント）に対するソリューション営業、プロダクト営業、等様 
々な種類があって、キモとなる営業プロセスや方法が若干変わってくるので、自身の営業特性に合わせ、 
144 スキルを取捨選択して活かして欲しい。

例えば、新規開拓営業、新規案件開拓営業は国内、海外を問わず、アプローチ準備、アプローチ、ヒアリン
グの 3 プロセスで受注、失注が 100％決まってしまう。
競合と比較しヒアリング内容が浅かったり、顧客の要望の背後にある真のニーズを引き出せていないとした
ら、見積もりまで行かない段階で脱落になるからだ。

一方、アカウント営業は先行情報をいかに入手するか、過去の貸し借り、アカウントのためにいかに自社の
関連部門を動かせるかといった社内営業力の要素が複合的に要求されるようになるので、社内共有やアフ
ターフォロ ー、トラブル対応、クレーム処理の場面が営業の「見せ場」となる。

営業のプロセスごと、すべてのプロセスに横串的に共通する「ごく僅か」の違いとなるスキルは、そのまま
実践してもいいし、もちろん自身の強みや好みを生かして微修正したり、応用したりするのも大歓迎で、上
手に自分の中で消化し、発展させていって欲しい。

13 カテゴリー 144 の売れる営業スキル
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0. 提案企画立案・見積作成 概論
効果的な”企画書の書き方”とは？
盛り込むべき要素とデザイン

03

企画書の目的

企画とは「現状の課題に対する解決策」のことであり、それを顧客に分かりやすく説明するためのツ
ールが企画書だ。 その目的は、そこに書かれたアイデアやプロジェクトを実現すれば課題が解決でき
る、そう顧客に思わせること。そのため、説得力のある内容でなければならず、読んだだけで提案の
全体像や効果、費用、スケジュールなどについて把握できるような工夫が必要である。

クライアントに刺さる企画書の書き方

企画書はただ書けばよいというものではなく、顧客に興味を持ってもらい、最終的には顧客が仕事を
依頼したくなる内容でなければならない。ここでは、読み手の心に刺さる企画書を作成するポイント
を紹介したい。

企画書に盛り込むべき要素
まず、盛り込むべき要素を確認しておこう。どの要素も重要で、1つでも欠ければ具体性がなくな
ってしまう。

▷ 現状の問題点の整理

前述したように、企画書の目的は、現状の課題に対する解決策を顧客に提案することだ。そのため
には、現状どのような問題点が存在しているのかを、顧客に理解してもらわなければならない。
そこで、現時点での問題点を分かりやすく整理し、考えられる原因や、考えられる悪影響などを説
明。問題点を整理して伝えることができれば、説得力がぐっと高まる。

▷ 企画の目的

提案した解決策の目的についても記載しなければならない。
現状の問題点が整理できたら、その問題点のなかに潜む課題を見つけて解決策を提案するが、到達
するべきゴール＝目的を明示する必要がある。最終的に何を目指すのかを分かりやすく説明すると
ともに、より具体的な内容を記載しよう。

▷ 企画の概要

企画の目的をふまえた解決策を記載する。たとえば、ターゲットは 30代～ 40代の女性、コンセプ
トは「大人が持ちたい〇〇」としてイベントに出展する、というように「誰に、何を、どうやって」
を具体的に明示しよう。
企画書の要となる、もっとも重要な部分だ。

▷ 企画の効果

企画の効果についても記載する必要がある。解決策を講じることで予想される効果＝結果は、顧客
が気にするポイントだからだ。もちろん、結果は目的に直結していることが大切。たとえば「新規
顧客を増やしたい」といった目的に対して「潜在顧客に対して無料チケットを配布する」という対
策を実施することで「新規顧客が前年比で〇％アップ」というように、具体的に説明することが求
められる。
また、単純に期待できる結果を記載するだけではなく、その結果が生まれる理由を論理的に説明す
ることで顧客の満足度もアップする。

▷ 費用

どのようなプロジェクトであっても、何らかの費用がかかるもの。どういった費用が必要になるの
か、材料費や人件費などすべての費用を細かく示しよう。それぞれの費用の名目を明らかにしてお
くことも重要で、無駄な費用を含めないようにすることを心がける。また、予算の都合があるため、
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企画書の内容を充実させるために用いるべきフレームワーク
企画書の中身を充実させるために、フレームワークを活用しよう。ここでは、企画書作成で使える
3つのフレームワークを紹介したい。これらを活用すれば、完成度がより高くなる。

費用は現実的なものにすることが大切だ。あまりにも費用がかかりすぎると、それだけで却下され
てしまうことがある。

▷ スケジュール

実際に解決策を実施することになった場合に、どういったスケジュールで遂行していくのかを明確
に説明する。社内の環境や状況などを踏まえたうえで、現実的な計画を立てて提示するが、その際
は、トラブルが発生する可能性なども考慮し、スケジュールに余裕を持たせることが大切だ。

▷ 3C分析

3C分析とは、マーケティングを行うためによく用いられる分析手法だ。
3Ｃとは「Cutomer（市場・顧客）」、「Competitor（競合）」、「Company（自社）」のことで、こ
の 3つの視点から顧客企業について分析を行う。そうすることで、顧客企業の強みや弱み、競合各
社のシェアや特徴、市場規模や成長性などを客観的に把握でき、問題点や課題はもちろん、今後の
方向性も見えてくるだろう。

▷ SWOT分析

SWOT分析とは、「強み（Strength）」、「弱み（Weakness）」、「機会（Opportunity）」、「脅威（
Threat）」という 4つの要素に注目して分析を行うフレームワークのこと。ビジネスにおける外部
環境や内部環境について、上記 4つのカテゴリーによって要因分析を行い、その企画が達成可能な
ものであるかどうかを判断する。4つの要素について、明確に解答できるようであれば、その企画
は実現可能なものと考えられるだろう。

▷ 6W2H

6W2Hとは、企画の内容を明確にするために有効なツール。6W2Hの内容は下記の通り。

● Why（なぜ )
● What（何を）趣旨は何か？
● Where（どこに）どの市場を想定しているのか？
● When（いつ）いつ実施するのか？
● Who（誰が）誰が進めるのか？
● Whom（誰に対して）誰をターゲットにするのか？
● How to（どうやって）具体的な方法は何か？
● How much（いくらで）費用がどのくらいかかるのか？
それぞれの企画について 6W2Hの質問に答えられるようにしよう。そうすれば内容を充実させるこ
とができ、読み手を納得させられるだろう。

良い企画書づくりはデザインにもこだわる

企画書は、デザインにもこだわる必要がある。ここでは、企画書に求められるデザインのポイントに
ついて解説しよう。

文章だけではなく図やグラフを用いる
ただひたすら文章が並んでいる…、そのような企画書では内容が伝わりにくく、何より相手は読む
気をなくしてしまうだろう。たったこれだけのことで、検討の対象から外れてしまうの。
視覚的に情報を伝えられる図やグラフを活用し「読み手にとって分かりやすいか」を常に考えなけ
ればならない。もちろん、多用すればよいというものではなく、相手の理解を助ける程度にバラン
スよく配置する。
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バランスのいい配色
配色も読みやすさを左右するため、色の数や種類、バランスに注意する必要がある。また、使う色
によって一定のイメージを喚起させることができるため、企画内容やコンセプトに合った色を使う
手法もおすすめ。
ただし、色を多用すればよいというものではない。まずテーマカラーを決め、その色と調和するア
ソートカラー、アクセントになるアクセントカラーの 3色を使うのが一般的。また、配色のバラン
スにも注意が必要だ。7割をテーマカラー、アソートカラーを 2割、残りをアクセントカラーにす
るとよいだろう。
色を一切使わず、モノクロのまま提案することは避けてほしい。

情報を 1枚に詰め込みすぎない
配色も読みやすさを左右するため、色の数や種類、バランスに注意する必要がある。また、使う色
によって一定のイメージを喚起させることができるため、企画内容やコンセプトに合った色を使う
手法もおすすめ。
ただし、色を多用すればよいというものではない。まずテーマカラーを決め、その色と調和するア
ソートカラー、アクセントになるアクセントカラーの 3色を使うのが一般的。また、配色のバラン
スにも注意が必要だ。7割をテーマカラー、アソートカラーを 2割、残りをアクセントカラーにす
るとよいだろう。
色を一切使わず、モノクロのまま提案することは避けてほしい。

企画書作成は慣れるまでは大変

企画書作成は誰でもすぐにできるものではなく、良い企画書を作るには慣れが必要だ。また、書き方
のポイントをしっかり理解していなければならない。メンバーに企画書の書き方を身につけてほしい
なら「書かせる→添削する」という繰り返しが大切。
「そんな時間も手間もかけられない」という場合は、外部のサービスを利用しよう。営業スキルに特
化したオンライン研修「営業サプリ」では、クライアントに刺さる企画書の作成方法を分かりやすく
伝授しており、さらにフィードバックを受けることもできる。
プロのテクニックを学べば、部下も自力で質の高い企画書を作成できるようになるはずだ。

今回は、顧客の心をとらえる企画書の書き方について解説した。作成のポイントやテクニックを知ら
ずに、質の高い企画書を作成するのは至難の業。記事内で挙げた盛り込むべき内容やポイントに注意
して、場数を踏ませることが必要だ。また、企画書の書き方に関する外部研修を活用すれば、プロの
テクニックを習得することができ、より早く企画書作成に慣れさせることができるだろう。



1. 顧客の優先順位を整理する
営業提案が顧客に刺さる！
誰でもできる企画書、提案書の作成方法

営業の世界で大切な「顧客の優先順位」とは何か

企画提案の作成は、顧客にとって「何が解決したい課題なのか、問題なのか」「要望していること、
期待していること」の優先順位をつけることからスタートする。
なぜなら、どんな斬新な企画やエッジの利いた提案であっても、顧客のニーズの優先順位が高くない
分野に焦点が当たってしまうと絶対に受注には至らないからだ。

その罠（わな）にはまってしまい、残念な営業になっている営業パーソンがいかに多いことか。
逆に、提案内容自体は陳腐な使いまわし的なものであっても、顧客の課題として優先順位が最も高い
事項の問題解決に最適と判断され、価格や納期に障害がなければ成約してしまうのが営業の世界だ。
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顧客に刺さり、競合に勝つための企画書、提案書、見積書作成は、まずは「顧客の優先順位を量る」
ことからスタートするのが大原則だ。
更に、企画書、提案書の各内容構成についても、顧客の興味・関心が最も高いことから順にページ立
てて展開してみよう！

誰でもできる「顧客の優先順位」の量り方

では、私達は実務としてどのように「顧客の優先順位」を量ればいいのだろうか。その最も手っ取り
早い方法が、「顧客のニーズや要望を 10個リストアップし、上位 5項目に絞って、100 点を配分する」
というやり方だ。

これは、アプローチ準備、顧客分析とシンクロするところだが、顧客の優先順位の項目となるのは例
えば

● 問題解決、課題解決
● 費用対効果
● イニシャルコストとランニングコスト
● プラスαの提案
● 納期
● 品質、性能
● きめの細かい対応
● 技術力
● 問題解決のための機能特性
● 導入のしやすさ

● ラインナップ
● 体制
● 操作性
● リスク
● 安定性
● 付き合いの長さ、リレーション、人間関係
● 導入実績
● 納期
● 評判
● 革新性
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自社志向の罠……意識しないと私達は自社志向に陥ってしまう

放っておくと私達は必ず、まずは自社本位、自分の都合で発想し、自社にとって都合のよい論理展開
で企画を立案し、提案書を作成しようとしてしまう。
口では「顧客志向」とか「顧客第一主義」と言っておきながら、企画・提案の段階では 180 度逆の自
社にとって都合のいい論理、納期、仕様、価格などを展開してはいないだろうか。

日本経済が元気のよかった 20年以上も前なら、売り手市場の業界も多かったので、それでも仕事に
ありつけたのは事実だが、低成長の現在ではそのスタンスだと案件化率、受注率とも低空飛行となっ
てしまう。
それを避けるためには「顧客の優先順位」をほんのちょっと意識すればいい。
それだけで、顧客本位、もしくは顧客本位に見えるように提案書や企画書が作成できるようになり、
案件化率、受注率も向上するようになるので、この方法を実践しない手はない。

今日、随意契約や特命契約というのは例外的な存在となり、コンペ、入札が当たり前の時代となって
いる。つまり、発注側である顧客は必ず、数社の提案書、企画書を比較検討して、その中から 1社を
選ぶことになる。
その際、自分達の課題や要望の優先順位が低い事柄からスタートして、最も関心の高いことにはサラ
ッとしか触れていなかったらどうだろうか。
次の段階に進めないのはもちろんだが、顧客からみると「他社と比較して見劣りする提案」という印
象がその後も継続してしまうので、こうした事態は絶対に避けたい。

ここで紹介したスキルは、これまでの企画・提案のやり方を変えるというより、最初に「顧客の優先
順位を量る」ひと手間を加えるだけなので、誰でも簡単にできるというところがミソだ。是非とも試
して成果につなげて欲しい。

等である。これらを念頭に浮かべて、あるいはこれらを呼び水にして、その場に即した項目を追加し、
その商談では何が優先順位の上位なのかを顧客とのヒアリング、コミュニケーションの中で推し量り、
確認し、提案書作成に反映させる訳だ。これだけシンプルなのだから、誰でも実践できる。
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2. 提案企画で使える 5大フレームワーク
売れる営業に必要な「思考のフレームワーク」は
マーケティングと営業戦略

実際に提案書や見積書を最終的に完成させるのは、営業とは別な部門であることもあるが、営業パー
ソンが企画立案の部分を担当する企業も少なくないし、案件化までは営業パーソン自らが提案の素案
を立案する会社も多い。
そこで、多忙な営業パーソンには思考のフレームワークを用いて、これまで「あれこれ考えていた時
間」を削減して、業績に直結することに時間を振り向けて欲しい。

さて、「思考のフレームワーク」とはテンプレートとも呼ばれることもあるが、知っておくと圧倒的
に便利なのはマーケティングと戦略論のフレームワークである。
数学の方程式のようなもので、これらを用いると、あれこれ考えて企画立案のアイデアや提案のキモ
となる要素をひねり出していた時間が、大幅に削減されるのだ。

当連載のアプローチ準備“売れる営業の基本形…「自社の強み」を分析する 4つの視点とは”、“営業
の基本「顧客分析」のフレームワークについて”も共にマーケティングのフレームワークだ。
ちなみに前者がマーケティングミックスの 4P、後者が同 6O（シックスオー）という思考のフレーム
になる。

今後も当連載でそうした様々なフレームワークの使い方を紹介していくが、今回はそうした思考のフ
レームワークの選び方について紹介しておきたい。
提案企画立案時の実務でよく用いる思考のフレームワークというのは、例えば

限られた時間の中で成果を上げるためには、企画立案や見積作成に費やす時間は最小限にしたいもの。
そこで、今回はそうした時間を大幅に削減し、ロジカルに発想する手助けをしてくれ、しかも相手に
もロジカルに伝わる思考のフレームワークについて共有したい。

営業で用いる“思考のフレームワーク”はマーケティングと戦略論

● マーケティングミックスの 4P
● マーケティングミックスの 6O
● SWOT分析 ( 強み、弱み、機会、脅威 )
● PEST分析（政治、経済、社会、技術）
● STP分析（セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング）

あたりが 5大フレームワークで、戦略論のフレームワーク、つまり「競争優位性とそれを発揮する領
域」を加えれば、基本は押さえられる。そこに自身の営業に使えそうなフレームワークをどんどん追
加して行こう。
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しかし、初見では便利そうなフレームワークだが、用途に応じてピンポイントで有効に使える場合、
多少修正することによって有効に使える場合、なんか合わない場合、まったく合わない場合に分かれ
てしまう。
数個しか知らないと有効に使えない場合が少なくないので、コツコツと溜めて数ある中から最適なフ
レームワークを選択するようにしたい。

現状整理のために、最適なフレームワークを選択する

例えば、あなたが大手総合スーパーのGMS( スーパーマーケットとは異なり、食料品や日用品だけ
でなく、衣料品や家具、家電など様々な商品を総合的に品揃える店舗 )部門に、何らかの提案をする
としよう。
その際、いきなり提案内容を提示するのではなく、「今、御社がこういう状況にあるとすれば…」と
示唆した上で、提案内容に進んだ方が説得力は増す。

そうした「現状整理」のために「使いやすいフレームワークは何か？」という発想で思考のフレーム
ワークを選択したい。
この時「4P」も「6O」も使えないことはないのだが、このケースでは「SWOT分析」を選択した
方が、はるかにフィット感が高い。

思考のフレームワークといっても営業で用いるものはマーケティングがほとんどで、しかも多くて 20
程度を知っておけば十分なので、まずはどんなものがあるのかを把握して欲しい。
ネットで「マーケティング　フレームワーク」「マーケティング　テンプレート」と検索すれば、簡
単に入手できる。

更に、1冊、マーケティングの本をフレームワークの知恵袋として持つことも薦めておきたい。その
際は、フレームワークの説明だけでなく、実例を示しながら解説してある本の方が確実に理解しやす
いので、その上であなたの好みに合った本を選択して欲しい。
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3. 自分の過去の提案パターンを活用する
受注できる提案書を最速で作る！
「組み立てる」アプローチ方法とは？

訪問、電話、メールを含め顧客接点を少しでも増やすには、デスクワークともいえる提案企画の立案
や見積作成に費やす時間をできるだけ効率化させたい。
そこで、いわゆる仕事ができる人、仕事が速い人に共通する「やり方」を紹介すると、みな「たたき
台」という概念を持っていて、提案書のひな型をテンプレート化（テンプレ化）しているのだ。会社
によっては部門ごとに仕組み化していたり、システム化していたりもする。
要は案件ごとにゼロから作り始めているのではなく、過去の他社を含めた提案の中から近いモノをピ
ックアップし、それを“たたき台”にして、その顧客ならではの事情やあなた自身が盛り込みたいア
イデアを加えて、仕上げていくやり方だ。
極端な話、8割以上コピペでも構わない。1番重要なのは勝つ提案や見積だが、2番目はどれだけ速
いかなので、最速、驚速で仕上げるにはどういうやり方があるかを考えてから、タスクに入って欲し
い。

顧客に対する提案企画の立案場面、あるいは見積作成場面で「売れる営業」と「売れない営業」との
間には顕著な違いが出る。
最大のポイントは「所要時間」で、2～ 3倍以上の差が開くのも珍しくない。しかも、3倍の時間を
かけたところで、その提案の方が受注率が高いという訳ではないので、生産性を著しく低下させてし
まう。
提案企画の立案、見積作成に求められるのは、「受注すること」と「速いこと」の 2点なので、今回
はそのスピードアップの方法を取り上げたい。

仕事が速い人の共通点はテンプレ化

そんなこと位わかっている、そんなこと既にやっているという読者もいるはずだし、それって単なる
“焼き直し”じゃないのと抵抗感を持った読者もいるかもしれないので、ここはもう少々ブレイクダ
ウンして

「テンプレート×パーツ×キラーコンセプト」

という 3概念からのアプローチを紹介したい。
このテンプレートが全体的なフレームワークで、そこに細かなパーツをはめていくのだが、これらを
ゼロからの発想ではなく、これまでの勝ちパターンを“たたき台”にして欲しいのだ。
つまり、過去に受注した案件の提案書自体を以後の案件にも“たたき台”として使用する。
なぜなら、勝つには勝つための理由がある訳で、その提案書には勝利のDNAが内在しているのだか
ら、その要素を次に活かさない手はない。
新人なので、まだ勝ちパターンがありませんという読者は、OJT(On-the-Job Training) 担当者や
先輩社員の勝ちバターンを活用するようにしたい。

「テンプレート×パーツ×キラーコンセプト」
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2 つ目のパーツというのはテンプレートにはめ込むという発想だが、提案書であれば、ちょうど 1つ
のパラグラフが 1単位だと考えてもらうといい。
テンプレ同様過去の勝った提案書に盛り込んだパラグラフをパーツという発想で、いつでも使えるよ
うに分かりやすく保存しておくのだ。
お薦めなのはPC上に「ネタ帳」というファイルを作っておき、後でキーワード検索でききるように
して、「いつか使えそう」と思った基準でパーツをどんどん溜めていくという方法だ。
実は提案書を「書く」というより、「組み立てる」という発想の方がスピードアップが図れる。

ただし提案書にキラッと光るモノ、他社と比較して勝るモノがなければコンペでは勝てないので、最
初から勝つためのキラーコンセプト、つまり全面に打ち出すアイデアやコンセプトを考えるのを忘れ
てはならない。
もちろん、それ自体に過去の勝ちパターンを流用しても構わないが、一旦、制限時間を決めて、他の
切り口を考えてみる方がいい。
制限時間内に思い浮かなければ、ここは迷わず流用にする。

キラーコンセプトの詳細については、このカテゴリーで１連載丸々を割いて、解説するので今回はこ
こまでにするが、働き方改革が進行する中、自身のデスクワークのやり方を一度見直してはどうだろ
うか。
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4. 複眼思考で企画と向き合う
勝つ企画・提案のための複眼思考術…
「鳥の目」「虫の目」「魚の目」

最終的な提案書自体は制作部門や技術部門が作成するものの、まずは営業パーソンが最初の企画・提
案を行う企業が最も多いし、営業パーソン主導で企画・提案を進める企業も増加している。
要は、作れば売れた時代の「御用聞き営業」では、顧客自体が「何が欲しいか」分からなくなってし
まったこの時代には通用しなくなり、各企業の営業部隊は「提案営業」にシフトした。

そして、現在ではそこから更に進化して、顧客と一緒になって考え、新しい価値をつくり出す「共創
営業」が求められるようになり、顧客に最も近いところにいる営業パーソンの提案力、企画力が会社
の明暗を分けるようになったのだ。
今日、営業パーソンに求められる企画・提案力の源泉となる思考力というのは、顧客の業界が今どう
いう状態にあって、どういった方向に進みつつあるのかを把握した上で、顧客を多角的に分析し、ど
うあるべきかを勘案した上で、そこに自社商材がどう役に立てるかを考察するところからスタートし
たい。

競合との機能や価格による差別化が困難になった現在、最後まで勝ち抜いて受注に持っていくには、
単なる商品紹介だけでなく、魅力的な提案、斬新な企画力が不可欠になっている。
そこで今回は、勝つ企画・提案のための営業パーソン向け、思考の技術について紐解きたい。

営業パーソンの思考力が会社の明暗を分ける

ビジネスにおいて企画・提案の前には、必ず何かを「分析する」という前工程が存在するものだが、
その際、特に営業パーソンにはシンプルで誰にもできる「鳥の目、虫の目、魚の目」という思考法が
お薦めだ。
「鳥の目」というのはマクロ的な視点、「虫の目」はミクロ的な視点、そして「魚の目」は時系列的な
視点となるがトレンドでも構わない。

「鳥の目、虫の目、魚の目」

この3視点は短時間で論理的な思考作業を進めてくれるだけでなく、私達が陥りやすい「思考の癖」
から来るミスを未然に防いでくれるという特長を持っている。
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「思考の癖」というのは、大雑把でも現象を大局的につかむのは得意だが、何かが抜けてしまうこと
があるマクロ的な思考が得意な人と、逆に「〇〇さんの発想って“木を見て森を見ず”なんだよね」
と上司から指摘されるように細部をドリルダウンしていくのは得意な反面、大局観がないといったミ
クロ的な思考が得意な人といった思考の偏りのことだ。
癖なので放っておけば必ず、私達は自分の得意とする慣れたマクロかミクロかのどちらかの思考に極
端に偏っていく。当然、事実とはかけ離れた方向に拍車がかかり、「正解」からも「合格点」からも
遠ざかってしまうことになる。

もし自分が“木を見て森を見ず”のミクロ的思考の癖があるとういう自覚があって、「鳥の目、虫の
目」の思考法を知っていれば、スイッチを切り替えるように「マクロ思考」のモードに入って、大局
な見地から何が思い浮かぶか思考するはずだ。このひと手間が重要で、自身の思考の癖から来るリス
クを未然に防いでくれる。

更に、その「マクロ」「ミクロ」に「最近のトレンド」「過去３年間における業界の変化」といった時
系列的な「魚の目」を加えればビジネス上での複眼思考は完成だ。これも「思考の癖」で、私達はつ
いつい時間が流れていることや、物事が常に変化しているということを忘れがちだし、頭に描くイメ
ージもストップモーションの場合が多くはないだろうか。
「昨年度対比」「過去 3年間のシェア推移」といった言葉が示すように、分析において時系列の比較は
やりやすいし、有益なことが多いので、時間の「流れ」も思考の要素に加えておくと、死角が少なく
なる。
習慣的にこうした複眼思考による修正を行えば、企画・提案に磨きがかかり、案件化率や受注率にも
ドライブがかかってくる。

自身の“いつもの思考パターンを変えてみる”時間という発想でもいいし、“スイッチの切り替え”
という発想でも構わないので、自分の得意な思考と逆の思考をする複眼思考の瞬間を必ず思考作業の
ルーティーンに入れて欲しい。
そのスタンスで企画・提案に向き合えば、これまで取りこぼしていた案件が確実に受注できるように
なるはずだ。



5. 企画のための情報検索・人間検索
企画書・提案書作成の基本！
「売れる営業」がやっている情報収集のコツとは
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企画書作成のために、情報検索に加えて必要なこと

昨今は、デスクのPCでも、出先のスマホでも、キーワードさえ打ち込めば誰にでも簡単に検索がで
きるようになっただけでなく、検索エンジンも進化し、どんどんユーザーフレンドリーになっている。
こうした情報ツールの発達は、確かに私達の営業を便利にしてくれた反面、企画、提案を選ぶ側にと
っては類似した内容が多くなり、結局、価格勝負になることが多くなってしまった。
そのような環境の中で価格勝負を回避し、通る企画、選ばれる提案の材料となる情報を収集するため
には、情報検索に加え何が必要になるのだろうか？

その問いにそのまま回答すれば、「人間検索」と「現場調査（現調）」の 2つを加えたい。
「人間検索」というのは、ネットではなく「人」を通した情報収集を意味しており、「社内のどの部署
に何に詳しい人がいるのか」をできるだけ多く知ることがアドバンテージになる。

例えば、あなたが従業員数 1万人の IT 企業で 2年目営業パーソンだったとする。担当するアカウン
トから新規案件として人事システムの話があったが、その時、社内で一番人事制度について詳しい人
と、人事システムに詳しい人を知っているか、いないかがその後の明暗を分ける。
その道に一番詳しい人の指導を受けて書いた企画書と、2年目の営業パーソンが営業部の先輩や上司
に聞きながら書いた企画書のどちらが通る確率が高いかは語る必要もないだろう。
勝つ企画にはその分野のことを“深く理解している”人の知見が不可欠になるのだ。
ちなみに情報検索でヒットした記事の内容をあなたはどれだけ深く理解しているだろうか？

アカウントから要望を聞く度、社内で一番詳しい人の教えを乞うことを繰り返していれば、“チリも
積もれば山になる”で、短期間に様々な分野の優れた知見が蓄積していくのだから、理解力を高める
ためにもやらない手はない。

更には、「その分野に詳しい人」が誰か分からない時に、誰に聞けばその人物にたどり着くかという
「人間検索」のキーパーソンを身近に複数探しておくことも重要だ。
それが直属の上司ではなく、役職定年になって、子会社に転籍になったMさんかもしれないし、新
人研修のトレーナーをしていた人事部のＫマネージャーかもしれないが、とにかく社内の事情通とい
うか、顔の広い人を押さえておくのがコツだ。

企画書や提案書を作成する際に私達が最も多頻度で行う行動のトップは、ネットや社内データベース
での情報検索である。
しかしながら、ネットによる情報収集は誰でも簡単にできるようになったため、逆にそれだけでは企
画、提案内容の差別化を図るのが難しくなってしまった。
では、選ばれる企画書、提案書を作成している人はどんな情報収集をしているのか？
今回はそのやり方とコツを共有していく。

情報検索

現場調査人間検索

企画の勝者たちの「基本 3行動」
（ここだけの話）
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企画書に反映させたい「現場でつかんだこと」

次に「現場調査」だが、様々な業界で企画に携わってきた人が耳にしたことのある「現場百回」「す
べての答えは現場にある」という格言が示すよう、机上での検索でデータやヒントを集めるだけでな
く、必ず「現場」に足を運び、自分の五感で何かを感じ取って、企画に反映させたい。
例えば、訪日外国人旅行者数が急増しているが、2000 年には 500 万人に満たなかったその数は 20
18 年では 3000 万人を超える勢いだ。
こうした旅行者は様々なビジネスに影響を及ぼしているが、このような情報はもちろんネット検索で
もあらゆる情報収集ができる。
だが、やはりその現場の空気を吸いながら、その目で現実を見なくては「切れば血の出るような」ラ
イブ感あふれる企画にはならない。
訪日外国人旅行者数の増加の結果、銀座の商業地のテナントがどう変化したか、旅行者数の変化を日
々見続けた浅草・雷門の横の“雷おこし”の売店スタッフはどう感じているのか、などは実際に現場
を訪れ、見聞きすべきだ。
なぜなら、ネット情報だけだと、それらを鵜呑みにしやすくなって自分の頭で考えなくなるからだ。
ネット検索のスキルを駆使し、様々な情報を切り貼りして見てくれのいい企画書を作っても、顧客に
持参する前段階で「上司からの質問に答えられない」のでは、顧客に提出する前の段階でアウトにな
ってしまう。
それが現在の営業現場での現実だ。

“売れる営業の”情報収集というのは、自分の頭で考えるための材料集めに過ぎない。そのためには、
ネット、図書館、書籍、論文などの情報検索だけでなく、人間検索、現場調査が加わって、成立する
ものだということを忘れてはならない。



6. 拡散思考と収束思考の活用方法
企画書作成のためのブレスト方法と、
アイデアの拡散と収束のコツ

「自由にアイデアをどんどん出し合う」のがブレスト

ブレストとはブレインストーミング（Brain Storming）の略でヒアリングや調査、検索などによっ
て入手した情報を元にあれこれアイデアを出し合い、なんらかのアウトプットを創出するミーティン
グ手法のことを言う。
業界や企業によっては「アイデアフラッシュ」という言い方を好む場合もある。

ブレストには、

● 他者を批判しない
● 質より量を出す
● 他人の意見にどんどん便乗する
● 自由奔放に
という大原則があるが、営業関連で実施する場合は人数の上限は 5名で、それ以上の場合はグループ
分けして行うほうが望ましい。

現在ではホワイトボードを用いて、アイデアをどんどん書き出していくことが多いが、参加者がまず
は付箋紙にアイデアを書き出して、各自発表しながら、ホワイトボートや模造紙に貼っていき、関連
付けられるものでグルーピングしながら進行する伝統的な方法を踏襲する場合も少なくない。
まずは他の人の意見やアイデアに触発されてどんどんアイデアを発展させ、広げていく「拡散思考」
であることが最重要なので、イメージやアイデアを膨らませ、他に遠慮することなく、無礼講のミー
ティングとすることがキモとなる。

せっかく新規のアポイントを取ることに成功し、ヒアリングにまでこぎつけたにもかかわらず、その
ヒアリング内容を元にした企画書がプアだと、見限られてしまい次のチャンスをもらうことも難しく
なってしまうので、そこは自社のリソースを結集した最高のアウトプットを創出したい。
今回はその際のブレストの方法とちょっとしたコツを共有したい。

16

効率的な企画書の作成法「ひとりブレスト」

しかしながら働き方改革が進行する企業内で、関係者が集まり、1時間とか 1時間半とかの時間をか
けてブレストを行うことに効果・効率・生産性の面から疑問符が出ていることも確かである。
その際にお薦めしたいのが、「ひとりブレスト」で、文字通り、1人でパソコンなどのディスプレイ
に向かってアイデアフラッシュを行う方法だ。
この方法だと、「他の意見に触発される」というブレストのメリットが消滅してしまうように思える
が、それを防ぐコツとして、自身の周りでその分野でのアイデアが豊富そうな人、知見が豊かそうな
人からあらかじめ、意見やアイデアを求めておいて、スタート時点でその情報をインプットしておく
のだ。
もしくは「ひとりブレスト」を開始して盛り上がってきた時点、逆に煮詰まった時点でそうした人々、
あるいは知見のある人という基準ではなく、その瞬間に近くにいる人、目に入った人に「ちょっとス
ミマセンけど」「今、一瞬だけよろしいでしょうか」と無茶振りでも構わないので、コメントや意見
を求めるのだ。
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もちろん、電話やSkype などを用いて、ヒントをくれそうな人にアプローチするのも、ものすごく
効果的だ。
ちなみに友人、知人はもちろん、面識のない本の著者や官庁や新聞記者にバンバン電話することも
「ひとりブレスト」にはとでも有効であることをコッソリと伝えておきたい。

最後は「収束思考」でキラーコンセプトを生み出す

さて、ここまでは「拡散思考」の分野だが、ブレストはなんらかのアウトプットを創出するのが目的
なので、ある段階から拡散して「とっ散らかった」アイデアを分類、整理しつつ収束させていかけれ
ばならない。
この辺りからが「収束思考」にモードチェンジになるが、その最初のアクションは俎上に上ったアイ
デアから同じカテゴリーに分類できるものをグルーピングして、収納箱に整理していく感じだ。
そして、そこから企画案の柱になるアイデアを抽出する。ここが「キラーコンセプト」と言われる心
臓部になるので、陳腐なモノでは競合に勝てないため、どんなに小さくてもいいから「なるほどね」
と相手をうならせるネタを盛り込みたい。
まさにこの「キラーコンセプト」が収束思考の収束点であり、アウトプットの中核となるのだが、こ
のクオリティの高低は「拡散思考」の広さ、深さにかかっている。



7. 他者の提案パターンを活用する
営業の提案力を高めるにはまず模倣から…
気をつけたい 3つのポイント

まずはいい見本を「模倣する」ことから始める

いわゆる天才肌ではない一般の人が提案力を高めるための最も効果的な方法は、見本となる勝利した
提案書を「模倣する」ことである。
老舗の語源が「し似せる」、つまり模倣することから来ているというのは有名な話だが、提案力もま
さにその通りだ。

ちなみにリクルート社の歴史の中で、ギネス級の大型受注記録保持者であろうOさんは入社時、天
才肌どころか、平均的な売上すら上げることができないダメダメ営業パーソンだった。
しかし、あるきっかけがあって、Oさんは片っ端から当時のトップセールスや売れている営業パーソ
ンをランチに誘っては売れる方法をヒアリングし、同時にかつて資料室に保存されていた大型受注に
至った案件の企画書のすべてをコピーし、それらを「虎の巻」にして、徹底的に模倣したのだった。
結果が出るのにさほど時間はかからなかった。彼の業績は、アッという間に右肩上がりに急上昇した
ばかりでなく、大型受注を連発、ギネス記録を更新し続ける敏腕営業として、伝説のトップセールス
となっていった。

エマメイ先生はOさんから、そのエピソードを直に聞いて、大いに励まされ、自身が同じことを“完
コピ”したので、その効用を実感している。
それから随分時間がたってビジネス本を書くようになり、何十万部といったベストセラーに恵まれる
ようになった時、宴席で、ある著名な小説家に、売れる小説家になるためのトレーニング方法につい
て尋ねたことがある。

彼が間髪入れずに指導してくれたのが、好きな作家の小説の筆写、つまり“完コピ”だった。
縦書きでも、横書きでも、直筆でもパソコンでもいいので、まずは丸々そのまま筆写して、次に好き
な描写、気に入った表現を繰り返し、繰り返し筆写して、いつでも自分で再現できるようにしておく
ことを指導されたのだ。
これは模倣以外の何ものでもない。

小説の世界でさえ、模倣からスタートするのかとOさんからのアドバイスがフラッシュバックしたが、
これは売れる営業パーソンを育てるのが上手な企業や管理職が普通に取り入れている方法なので、や
らない手はない。

よく「〇〇さんは提案力がある」とか「XXは提案力がない」といった言い方をするが、もしかする
と提案力を属人的な能力だと思ってはいないだろうか。
営業に関する限り、それは大きな誤解だ。
そもそも、ゼロから問題解決策を発想できたり、提案をひらめいたりできるのはごく一部の天才の世
界の話である。
普通の人には普通に提案力を高める方法があるので、今回はその方法を紹介したい。

18
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「模倣する」時の 3つのポイント

次に手本となる企画書や提案書を模倣する際に気をつけたい 3つのポイントを整理しておきたい。

1 ）ベストプラクティスを手本にする
これは重要なことだが、見本、手本は誰のモノでもいいわけではなく、売れている人のモノでない
と手本にはならない。売れている人、高い業績を上げ続けている人の企画書、提案書をテンプレー
トとして用いるようにしたい。
いくら見本にすることを薦められても、凡庸な成績の人のモノは手本にはならないので、とにかく
売れている人のモノを参考にしなければ提案力は向上しない。

2 ）数多く集める
見本、手本となる企画書、提案書の数が少ないと類似するモノや参考にできそうなモノが見つかる
確率が低くなるので、できるだけ多くの手本をストックしておきたい。
中には「すごい」とは思うが、とても真似できそうもないというモノも出てくるはずなので、数多
く集める中で最適なものをチョイスできるようにしておきたい。

3 ）他社事例も参考にする
自社、自部門だけでなく、他業界などから優れた提案書を日常的にストックしておくことが他者よ
り頭ひとつ秀でるためには必要になる。
例えば「販促会議」といった専門誌には「これがプロの企画書だ！」といった数十年続く連載があ
るので、図書館などで参考になるモノを探しておきたい。



8. 成功した企画を横展開する
勝ちパターンは過去の企画書から学べ！
説得力を高める企画書の構成・書き方とは

かつては、企画書においても“量質転換の法則”が成り立ち、数多くの企画書を書く中で徐々に上達
していくものだと考えられていたが、昨今のインターネットや IT ツールの目覚ましい発展のおかげ
もあって、誰でも正しい方法さえ知っていれば、短期間で説得力のある企画書が書けるようになった。

その正しい方法の本質というのは「応用」する技術だ。ベースとなるものを「発展させる」と言い換
えてもいい。
重要なのは、そのベースとなるものが過去に勝った企画書、通った企画書でなければならないという
点だ。
これはサラブレッドの血統と一緒で、勝った企画書にはそれなりの理由がある訳で、その勝った血筋
をまずは継続していきたいというわけだ。

例えば、通る企画書に共通する構成は以下のようになる。

1）目的
2）背景
3）概要
4）効果
5）費用
6）スケジュール
7）想定されるリスク
8）その他

そこで自身が書いた企画書の中で採用されたものを選んで、その企画書を自分の勝ちパターンとして
、いったん勝因のキモは何だったのかを考察しておく。
その上で、次の企画を練る時にそれらのキモを踏襲するか、発展させることはできないか、何か応用
できないか、という発想で進めたい。
企画書を書くのが初めてで、まだ自分の勝ちパターンがない場合には、部署の中で一番企画書を書く
のがうまい人のモノをベースにしたい。血統書付きの企画書にしたいからだ。

提案営業やソリューション営業の世界では、受注できるか、できないかが企画書で決まってしまうこ
とも少なくない。
しかも企画書というのは文章力以上に個人差が激しいものだ。なので、企画書を書くのが得意な営業
パーソンと苦手な営業パーソンとでは営業成績に大きな開きが出るだけでなく、生産性にも決定的な
差が生じてしまう。
今回は、そのギャップを解消するために、誰でも簡単に説得力のある企画書が書けるようになるコツ
について共有する。
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企画書の書き方のキモは勝ちパターンからの応用
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次に具体的な応用、発展のさせ方を共有しておきたい。
確かに応用力というのはこれまでの知見や経験の蓄積がものをいう総合力という一面もあるかもしれ
ないが、そんな総合力は一朝一夕には育たないので、もっと手っ取り早い方法を紹介する。
何かを応用、発展させたい場合は次の 3点のいずれかの可能性から模索したい。

勝ちパターンの企画書を応用・発展させる 3つの方法

1 ）何かを加える
これは最もオーソドックスな企画作りの発想で、既存のモノに何を加えたらもっと魅力的なモノに
なるのかということなので、分かりやすいと思う。
既存のモノに何か 1つ加えるだけで斬新なものに変わったり、提案に変わったりするので、まずは
最初にやってみたい方法になる。
スマホやスマホ用のアプリの進歩などは「何かを加える」企画の結果に違いない。

応用・発展の 3原則

2 ）何かと掛け算する
どんな業界の営業パーソンでもピン！とくるのは「生命保険」×「損害保険」＝「医療保険」といっ
た掛け算の発想。歴史的には生命保険が第 1分野、損害保険が第 2分野とされ、その後規制緩和に
より第 3分野に各社が参入した事例。
保険という大きな事例で紹介したが、どんな小さいもの同士の掛け算でも、小さいものと大きなも
のの掛け算でも、モノとサービスの掛け算でも何でも構わない。

3 ）「切り口」を変える
カップ麺を「ラーメン」という切り口ではなく、「スープ」という「切り口」に変えて販売すると
いった発想。
ちなみにこれはアメリカ市場で当初苦戦したカップヌードルが取った戦略。なので、アメリカのカ
ップヌードルは日本より麺が短いのだ。

もちろん、ベースとなるモノを応用、発展させる方法はほかにもあるはずなので、この 3点以外で
も自分のやりやすい方法があれば、どんどん使っていい企画書を量産して欲しい。

最後にもう 1点アドバイスになるが、結局、足し算、掛け算、切り口といっても、その素材となる
情報をどれだけ豊富に持っているかが肝心なので、日常からネットだけでなく、新聞、書籍、専門
書、論文などからの情報収集を習慣化することをお薦めしたい。
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9. 専門家からヒントをもらう方法
企画書作りで参考にしたい！
専門家の「お墨付き」を加える一流の技

最終的に競合に勝ち、顧客に採用される企画書というのは、顧客の期待に応える可能性、あるいは抱
えている課題を解決する可能性が最も高いものだ。
しかし、難しいのはその「可能性」をどうやって証明するかだ。確かに、それっぽい情報はネット上
に溢れているが、どれもこれも「可能性を証明する」決め手にはならない。
顧客から「エビデンス（証拠）を示せ」と求められる業界があるが、そんなエビデンスがネットから
収集できることは稀なことだ。例えば、最新の実験結果は機密扱いの場合がほとんどで、ネットに登
場するのはずっと後になるだろう。

インターネットは情報検索の分野でイノベーションをもたらしたが、同時に企画書作成のプロセスに
も大きな影響を及ぼした。
企画書作成に必要な周辺情報の収集だけでなく、統計やマーケティング調査のデータ、見本や手本に
なりそうな事例やテンプレートに至るまで、簡単に入手できるようになったが、残念ながらその機会
は競合にも顧客にも誰にでも平等に与えられているので、自分だけがアドバンテージを得ることはで
きない。
しかし、インターネット以前、以後も「一流」と呼ばれる売れる営業パーソンの企画書には自分だけ
がアドバンテージを得た「＋α」が反映されている。
今回はその秘密の技を紹介したい。

企画書に説得力をもたせるために

さて、そんな時、売れる営業パーソンだけがアドバンテージを得る方法は、何とかして専門家のお墨
付きや役立つコメントを得ることだ。
お墨付きまでいかなくても、その分野の第一人者として認知されている人物からの「生のコメント」
がその企画書に入っているだけで、それがない競合の企画書とは差がつくというのは想像に難くない
だろう。
もちろん、第一人者という概念が存在しない分野の方が多いので、その場合は専門家レベルで構わな
いので、そのコメントをもらうのだ。単なる引用より「生のコメント」の方がはるかに強い。

具体的に「どうやって面識のない第一人者、専門家からコメントをもらうのか」という方法について
は、その人の著書や論文を読んで、問合せをするのが定番になる。
特に著書の場合、著者は本に書かれたことに関する問い合わせには応じるものなので、その機会を用
する。
かつては著書に著者のメールアドレスなどの連絡先が記載されていたりもしたが、現在は巻末に記載
してある出版社の編集者に連絡して、こちら側の連絡先を告げてつないでもらうことが多くなってい
る。
SNSやメールだとスルーされてしまう可能性もあるので、電話の方が確実だ。
学者の場合は大学の研究室などに直接アプローチすればいい。

企画書には第一人者や専門家の権威を借りよう
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コメントの取り方としては「〇〇先生の著書のXXXの△章に書かれているXXXに関する問い合わ
せなのですが…」と自分がコメントして欲しい内容と最も近い所を示して、「自分は今XXXの仕事を
しているのですが、差し支えなければ、ご教示頂きたいのですがXXXという考え方は正しいもので
しょうか、あるいはもっと合理的な考え方はあるものでしょうか？」
といった聞き方だ。
この場面で明快な回答を得られなくてもいい。ここで、第一人者と生でやり取りしていること自体が
価値なのだ。
答えられないことについては、何らかのアドバイスをしてくれることだってある。
なぜなら、著者にとって読者はお客様なのだ。自著をお金を払って買ってくれているお客様を蔑（な
いがし）ろにはしない。

すべての企画書で「専門家のコメントを取れ」とは言わない。だが、その人の著書を読み、直接アプ
ローチしてコメントを取ろうとする「ひと手間」が顧客からの受注の決め手となる現実を知っておい
て欲しい。
なんらかの大事故や事件でも情報番組で「専門家のコメント」が必ず登場するのと同じで、企画書に
もその企画に関する「専門家のコメント」があったとしたら、顧客はどう感じるであろうか。

同様に専門家という意味では、新聞記者、雑誌記者、省庁、企業が当てはまる場合もある。
新聞記者や雑誌記者に対しては、自身が抱えている企画の参考になる記事を見つけた時、署名記事で
ない場合は、「何月何日号の何面のXXXの記事への問合せ」ということで電話すればいい。

実際に第一人者や専門家と生でやり取りすること自体が価値



10. マーケティング体系を企画に活かす
4ステップ＋1事例…
マーケティングプロセスを俯瞰すると提案営業がうまくいく
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マーケティングを営業に活かすには“翻訳”が必要

ザックリとマーケティングのプロセスを俯瞰するとマーケティング調査→マーケティング分析→マー
ケティング計画（戦略）→マーケティングサイクル（PDCAのDCAの部分）という 4ステップにな
る。
そこにケース（事例）を加えて 5項目にして、提案の流れや焦点を考えると魅力的かつ論理的な提案
が迅速に作れるようになる。

さて、営業パーソンや営業管理職にとって重要なのはここからだ。実はマーケティングという概念は
「Made in USA」なので、そのままでは日本の営業パーソンには使いづらい。
会社のマーケティング研修や営業に活かせると思ってマーケティングの本を買って読んだ時、「実際
の自分の営業のどこに活かせばいいのか？」と疑問に思ったことはないだろうか。つまり、マーケテ
ィングを実際の営業に活かすには、マーケティング用語を使いやすいように「翻訳」したり、競合に
勝つために自分なりの一手間加えるなど、ちょっとした工夫が必要になるのだ。

例えば、マーケティング調査について、教科書で
は自社がなんらかの調査を行って得た 1次情報が
プライマリーデータ、国や民間の調査データなど
2次情報がセカンダリーデータ的な解説から始ま
るが、提案で差がつくのは現地調査（現調）だっ
たりする。

営業パーソンが欲しいのは、マーケティング用語
の解説ではなく、「競合に勝つための現地調査の
12の手順」といった方法なのだ。
「現場 100 回」「答えはすべて現場にある」という
“極端な”表現が令和の時代となっても色あせない。
それは納得できる実感があるからだろう。

これは一例なので、あなたは、競合に勝つために
はマーケティング調査で「どんなひと工夫」をす
ればいいのかを自分で考え、売れている先輩や上
司にも聞いて欲しい。
それを「勝つための自分のルーティーン」にして
いくのだ。

3C分析、SWOT分析、PEST分析、STP分析、4Pといった個別のマーケティング原理のフレーム
ワークの営業への活かし方はこの連載でも解説してきた。
しかし、実際、提案には個別のフレームワーク以前のもっと全体を俯瞰したマーケティングプロセス
を知っておいたほうが実践的なので、今回はそのコツを解説する。

提案に活かすマーケティングプロセスの俯瞰
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3C 分析は『どんな商材を、どんな顧客に、どこと競合して』と
翻訳して使う

同様にマーケティング分析の 3C分析であれば、教科書にまずはCompany（自社） Customer（
顧客・市場） Competitor（競合）の 3視点で分析する手法が説明されているが、そもそも営業パー
ソンは感覚的、直感的に物事を考える傾向が強いので、自社、顧客、競合と翻訳して考えてしまう
と、提案に使えそうなネタは浮かんでこなくなってしまう。

なので、そうした事情を知っている賢い企業は 3C分析を「どんな商材を、どんな顧客に、どこと
競争して」と翻訳し、シンプルにイマジネーションさせる教育を行っている。
その結果、営業パーソンの提案力の平均値が競合他社を圧倒している。しかも競合他社より金額が
高くても売れている。

マーケティング計画については、マーケティング戦略と読み換えても構わないが、ここがマーケテ
ィングミックスの 4Pで、提案の根幹となる部分だ。
つまりはどのような製品戦略（Product）、どのような価格戦略（Price）、どのようなチャネル戦略
（Place）、どのようなプロモーション戦略（Promotion）をデザインすれば、魅力的な提案になる
かというフレームワークだ。

マーケティングサイクルについては、PDCAの「DCA」の部分と表現した方が分かりやすいいかも
しれない。
要はマーケティング計画を実行に移し、検証し、問題や課題があれば改善し、再実行を繰り返すこ
とだ。

ここではP（計画）の難易度が高過ぎてD（実行）で支障をきたすことが多いので、その解決策を
企画に盛り込むのも手だし、C（検証）A（改善・再実行）で修正していく方策も明確な差別化のポ
イントになるので、提案における切り口の候補にして欲しい。

最後のケース（事例）は先進事例、類似事例、実績としての事例になるが、相手が「ピン！」とき
てイメージが湧きやすいという基準で選びたい。
大きい事例を 1つ入れるより、所々で大小様々な事例が散りばめてあったほうが魅力的に見えるの
で、特に小さい事例は同僚の提案などにも関心を持って蓄積していきたい。
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11. 企画提案の最重要ポイントを設定する
KFS分析を活用した顧客に刺さる企画の作り方
コンセプトの考え方

まずは、概念の共有から。
営業における企画コンセプトとは顧客の課題、問題、ニーズ、期待に対し、「どのような方向性」で
企画を進めていくかという概念である。
見積書であれば、更にそこに積算根拠や価格政策といったことが加わる。

成約する企画提案や見積書には「内容を一言でいうと」で表現できる明解なコンセプトがある。その
コンセプトの中核に据えたいのがKFS（Key Factor for Success）という概念だ。
KFSというのは、顧客の課題や問題を解決するためのキーファクターのことであり、営業サイドから
考えると、受注するためのキーファクター、外してはいけないポイントと解釈してもよい。
今回は顧客に刺さる企画コンセプトを生み出すため、このKFS分析を掘り下げたい。

企画コンセプトとは何か？

例えば
提案書であれば

● 顧客の課題に自社がどのように役に立つかの筋道を描く
● 顧客が抱える問題を「こうすれば解決できる」という解決策のインパクトで勝負する
● 「解決策を全面に押し出す」より「問題のボトルネックをあぶり出す」ことに主眼を置く
● 期待に応えるレベル、期待に応え切るレベル、期待を超えるレベルを順次描く
見積書であれば

● ランニングコストで 3年後に収益を出すため、イニシャルでは赤字覚悟の特価を出す
● 自社商材の良さが分からない顧客とは付き合いたくないので、自社が適切と思う金額で出す
● できるだけ多くの人から価格感、および競合に関する情報を収集し、受注できる金額で出す
といったようなことだ。

もちろん、企画コンセプトは案件ごとに変わるものであるし、その年の営業方針や上司の意見が大
きく反映されるものである。
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さて、この企画コンセプトだが、その中核に据える、もしくはそこから出発して欲しい最重要な概念
がKFSである。

KFS の見つけ方

さて、この企画コンセプトだが、その中核に据える、もしくはそこから出発して欲しい最重要な概念
がKFSである。

PEST分析、SWOT分析等のフレームワークを用いてKFSあぶり出す

調査、分析の思考のフレームワークとしてSWOT分析やマーケティングミックスの4Pが有名だが、顧客へ
の提案で重要なのは、これらのフレームワークから見出される「コンセプトのイメージ」や「中核となる切
り口」。「キーワード」を見つけるイメージでも構わない。
出典：「Marketing Management ELEVENTH EDITION」PHILIP KOTLER

時に「コア・コンセプト」と呼ばれたり、「キラー・コンセプト」と呼ばれたりもするし、人によっ
ては「企画のど真ん中を何にする？」とか「何をドカン！と全面に打ち出す？」と表現したりもする。
実はこのKFSを何に設定するかで、その提案が最終候補にまで残れるかどうかが決まってしまう。
要はKFSが芯から外れていたり、魅力がなかったりするとそこで足切りにあって、先には進めなく
なるのだ。

では、受注確率をMAXにするためのKFSはどのように見つければいいのだろうか？
その方法は 1つだけではない。

例えば
● 商談やヒアリング時に顧客が繰り返したキーワード
● PEST分析、SWOT分析等のフレームワークを用いてあぶり出したキーフレーズ
● 顧客が会社として大切にしている考え方、理念、風土
● 顧客の課題や問題を引き起こしている原因への対処策
● 自社の勝ちパターン
● 過去の自身の勝ちパターン
● 顧客が「へぇ～」と感心するであろう技術や設計思想
● 自社商材のベネフィット（顧客が得る恩恵）
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● 相手の決裁者の好み
● 相手の中期経営計画の重要課題
といったことがKFSになるので、当該案件で候補となりそうな案をできるだけ多く出して、そこか
ら選択する方法がお薦めだ。

上記の「PEST分析、SWOT分析等のフレームワークを用いてあぶり出す」について補足しておく
と、調査、分析の思考のフレームワークとしてSWOT分析やマーケティングミックスの 4Pが有名
だが、これらがまさに、KFSや「切り口」をあぶり出すためのツールなのだ。
これらのフレームワークでの分析を通じ、「キーワード」を見つけるイメージを持つと、それがKF
Sであることが多い。

最後に、「競合より高くても売れるには何が備わっていればよいのか？」を考え抜いて、思いついた
名案や結論をKFSに据えると受注率が高くなるという事実も共有しておきたい。
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12. 提案企画の全体像を描く
伝わる企画の立て方、考え方、進め方…
まずは全体の構成・骨子から考えよう

結論から言ってしまうと、企画書の構成はまずは大きく全体的な輪郭を描いてしまうのがコツだ。
その際、「全体的にこんな感じにする」という『全体感』を大切にするとサクサクと企画書が作成で
きるようになる。
細部は後から詰めるというスタンスで、まずはフワッと「全体的にはこんな感じ」という感覚でスタ
ートしたい。その方が圧倒的に速く、内容的にも顧客の意向に沿った“外さない企画書”になりやす
い。

逆を言うと、最初に全体感を描かずに進めた企画書は、途中で主旨がぶれやすく、ストーリー性も出
しにくくなってしまう。
要は、思いつきで進める企画書で勝てるのは、ごく一部の天才だけなので一般人が真似をしても成果
は出ない。

業界によっては企画書や提案書の内容によって受注、失注が決まってしまう営業パターンがある。
しかし、若手やコンセプチュアル系（概念系、思考系）の業務が苦手な営業パーソンは「企画って、
まず何から始めればいいんだろう？」と悩んでしまうケースも少なくない。
今回は誰にでも実践できる“具体的な構成づくりのコツ”について紹介する。

まずはフワッと「全体的にはこんな感じ」という『全体感』を描く

一方、誰にでも成果を出せる企画書の構成・骨子の作り方というのは、イメージしやすい例で紹介す
ると、本でいうところの目次を作る工程と全く同じだ。

企画書の目次、章立てを作る
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目次というのは 1章、2章という大項目と章ごとに 1項、2項という小項目で成り立っている。企画
書ではこの章に当たる部分（章立て）をまずは最初にザックリ描いてしまって、後から章ごとにその
細部である項にあたる部分を練った方が、効率的にタスクが進む。

参考テンプレートとして一例を紹介しておくと

1）背景や目的
2）問題の構造
3）問題解決への仮説
4）解決策、提案内容とそのプロセス
5）自社の強み
6）問題が解決された時の姿（未来像）
7）事例紹介
のような 7章立ての構成だ。

「フワッと」「ザックリと」章立てを作り、これらの 1) ～ 7) のそれぞれの章の中に何を盛り込むか
（項の部分）を、思いつくままに 1行ずつ入力していくやり方がシンプルでやりやすい。
項の部分が作りやすいように、汎用的な例として 1) ～ 7) をのポイントを下記に補足しておく。

1 ）ベストプラクティスを手本にする
このパートで今起こっている問題や課題を「現状」や「前提の整理」ということで問題提起するの
がオーソドックスな方法だ。
特に問題提起するようなケースでない場面では、その企画の目的を冒頭でドカンと表現したい。

2 ）問題の構造
なぜ、そのような問題が起きているのかを論理的に紹介するパートだが、ここはある意味、重要な
見せ場で「そんなことにまで気づいていたのか」「問題の本質がそこだったのか」と相手をどれだけ
感心されられるかがポイントになる。

当然ながら、ここで顧客から評価されるには何を武器にするかを考えておきたい。
そうした武器が特にない場合は、このパートでの加点は諦めて、相手が「確かに」と思う一般論で
対処したい。

3 ）問題解決への仮説
問題の構造からいきなり解決策や提案内容に入るより、そのブリッジ（つなぎ）として問題解決へ
の仮説を入れておくと、論理的になるので相手の腹落ち感は高まる。

4 ）解決策、提案内容とそのプロセス
ここが最大の山場になるので、できるだけ分かりやすく、どんな「切り口」で表現するかを工夫し
たい。

5 ）自社の強み
提案内容とは別に「なぜ、自社がふさわしいのか」を改めて強調するパートになるので、魅力的に
自社をアピールしたい。

6 ）問題が解決された時の姿（未来像）
ここは顧客に問題解決後のポジティブなイメージをリアルに描いてもらえるようにするパートで、
前向きに検討を進める原動力となる。
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7 ）事例紹介
事例は顧客の信頼の根拠となり、発注先選定に際し大きなウエイトを占めるので、類似案件やアド
バンテージを得られる複数の事例を紹介しておきたい。

まずはあまり深く考えず、「全体的にはこんな感じ」にトライしてみよう。 もちろん、1）～ 7）は
代表的な例なので、提案や企画のテーマによって構成は自由にアレンジして、よりインパクトのあ
るものに高めていって欲しい。



コーチ

[04:32] ここの課題の聞き方は、

コストや質と言う事を先に指摘

するのではなく、お客様の言葉

で・・・

こちらの課題はOKです

営業スキル強化 の為のオンライン学習サービスです。

営業サプリとは

フィード
バック

職場での
実践

営業スキルの定着化を促し、わかった → できた → 売れた を実現します

受講者

ロープレをアップロードしました。

自分で、見返して、焦ると早口にな

る事がわかりました。今後は意識的

に・・・

スキルを身につけるには

◯単元〇〇演習

◯単元〇〇演習

にする必要があります
そのためには・・・
わかったをできた

は、これを実現する　　　　　　　　です営業サプリ 新しい仕組み

実践させることが必要

適切なフィードバック個別の が必要

繰り返し定着のためには が必要

学ぶ → 実践する → フィードバック を受けるのサイクルを回して



営業サプリ 3つの特徴

体系化されたコンテンツ

学習サイクルプラットフォーム

コーチ陣による個別指導
営業経験・マネジメント経験・豊富なサプリコーチが
1人 1人にマンツーマンで個別指導。

『学ぶ→実施する→フィードバックを受ける』
を何度も回すマイクロラーニング方式です。

営業スキル・マネジメントスキルをそれぞれ体系化。
トップクララスのプロフェッショナル講師が、長年に
わたって蓄積してきたノウハウを公開！

･･･ and more

※貴社に近しいバックボーンを持つコーチをマッチング

演習
or

面談実践

フィード
バック

テキスト
講義動画

職場での
実践

受講者

point

point

point

営業サプリとの他教育方法の比較

項目

時間場所の制約

個別指導

現場OJTとの
連動

スキル習得

場の強制力

サプリ方式 集合研修 eラーニング

いつでも好きな時に学ぶことができる

具体的な「貴方の商談」について指導

先輩にも参加頂き、現場との連動可能

小さな単位で学習・実践することで定着化

オンラインなので、集合研修と比べると弱い



営業サプリが考える営業スキル

1. アプローチ準備
2. アプローチ
3. ヒアリング
4. 社内共有
5. 提案企画立案・見積もり作成
6. プレゼンテーション
7. クロージング

 8.  受注・納品・施工
 9.  アフターフォロー
10. トラブル対応・クレーム処理
11. コミュニケーションスキル
12. 営業補完スキル
13. 営業力の源泉

13カテゴリ 144 スキル

営業サプリコース一覧

独り立ち

成果を出す

メンバー指導

チームづくり
マネージメント

営業若手

営業中堅

リーダー

マネージャー

対象者 テーマ 全６コース

【コース】 売れる営業養成講座 基礎コース（16演習 32単元） 
【範囲】営業の基礎となるスキルを体系的・網羅的に学べます。　

【対象者】営業初心者～若手～中堅（10年目程度）

部下育成スキルアップ
コース

営業マネジメント
コース　　

売れるマネージャー
養成講座

教える・聴く・問いかける・考える・
フィードバックするスキル etc...

（開発中）

それぞれのカテゴリの中に
10個程度のスキルをセット
しています !

みんなで
勝ちパターン
コース

売れるチーム
養成講座

○制約に至る営業シナリオの
　作り方
○勝ちパターン営業が実績出
　来る仕組み歳かけ ...etc

2020 初夏
リリース予定

売れる営業養成講座 　　　　　とは

売れる営業養成講座

基礎コース
前半コース 後半コース

基礎コース



学習の流れ

職場での
実践

受講者
フィード
バック

テキスト
講義動画

演習
or

面談実践

職場コーチ

サプリコーチ

講師：大塚寿

受講者と、職場コーチ
両方へのアドバイス

演習・ロープレに
「うちの営業では・・・」

個別指導

学ぶ   →  やってみる  →  フィードバックを受ける

受講者の方が１単元にかかる時間は 15分～60分程度です。

無料体験をご用意しております！

デモ画面でサービスを体験できます。テキスト、動画、演習をご覧になっていただけますので
貴社の営業強化にお役立てそうか否か、是非ご体験くださいませ。

https://www.sapuri.co.jp/contact/trial
以下のURLをクリックしてお進み下さい

を単元ごとに繰り返していただきます。

https://www.sapuri.co.jp/contact/trial?ebook

